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【背景】
片側の体肢の筋を単独で活動させた場合と比較し，
両側の体肢の同名筋を左右同様に活動させた場合，
最大筋力の低下や反応時間の遅延が生じる両側性機
能低下（Bilateral deﬁcit）という現象が生じることが
報告されている1, 2）。これまで高圧環境において最大
筋力が低下することが報告されているが 3 〜 5），いずれ
の場合も片側の体肢を用いて筋力測定が実施されて
おり，高圧環境において両側同時に筋力発揮した場
合，常圧環境と同じように最大筋力が低下して両側性
機能低下が生じるのか否かについては，筆者の知る限
りこれまで報告がみられない。そこで本研究は，常圧
環境と高圧環境において，片側および両側の体肢を
用いた最大筋力発揮を行わせて比較することにより，
高圧環境においても最大筋力発揮時の両側性機能低
下が生じるか否か，また生じた場合は両環境でその大
きさが異なるのか否かについても検証することを目的と
した。
【方法】
成人男性 9名（全例右利き）を対象として，常圧空
気下（1ATA-Air）および 45気圧の高圧ヘリウム-酸素
にお
環境下（45ATA-HeO2: 酸素分圧=0.4〜 0.5気圧）
いて，最大努力での握力発揮を1. 右手のみ（UR）
，2.
左手のみ（UL），3. 両手（右手[BR]+左手[BL]）の 3条
件で 2回ずつ行わせた。1つの条件で 2回行われた筋
力発揮中に記録された最大値 2つを平均し，その条件
での最大筋力とした。両環境における両側性機能低
下の大きさを比較するため，Bilateral index（BI）を以
下の計算式を用いて算出した。
BI（AU）
=（ BR + BL ）/（ UR + UL ）
【結果】
1ATA-Airお よ び 45ATA-HeO2 の 両 環 境 に お い
て，片手で発揮した右および左の筋力値はいずれも
両手で発揮した筋力値よりも有意に低値を示してい
た（すなわち，1ATA-Airおよび 45ATA-HeO2ともに
BR<UR，BL<ULであった。いずれもp<0.05）。また，
BIは1ATA-Airで 0.96±0.01，45ATA-HeO2で 0.91±
0.03であり（いずれも平均値±SE）
，両者を比較する
と45ATA-HeO2で有意に低値を示した（p<0.05）。
【考察】
先行研究と同様に1ATA-Airにおいて片手で発揮し

254

Vol.53（ 4 ）, Dec, 2018

た右および左の筋力値はいずれも両手で発揮した筋力
値よりも低値を示していたことは，両側の体肢を活動
させた場合，片側の体肢を単独で活動させた場合より
も最大筋力が低下し，両側性機能低下が生じることを
示している。また，45ATA-HeO2においても同様の結
果が観察されたことは，高圧環境下においても最大筋
力発揮時に両側性機能低下が生じることを示唆するも
のである。
本研究では通常圧下と高圧環境下において両側性
機能低下の大きさが異なるか否かを検証するために，
BIを算出した。このBIは 1より小さくなると両側性機
能低下が生じていることを意味し，そしてその値が小
さくなるほど両側性機能低下がより大きく生じている
ことを示すものである。従って，45ATA-HeO2において
1ATA-AirよりもBIが低値を示していたことは，高圧
環境下において最大筋力発揮時の両側性機能低下は
大気圧下よりも大きくなることを示唆するものである。
両側性機能低下が生じる要因として，両側肢を同時
に働かせることにより注意が分散すること 6）や，中枢
神経系（大脳皮質レベル 7），脊髄レベル 8））の抑制が生
じることなどが報告されている。高圧環境において両
側性機能低下が大きくなることは，これらの要因のい
ずれかが高圧暴露により強く作用することによるもの
と予想される。
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